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●速効!図解シリーズ発刊にあたって

　パソコンやアプリケーションソフトの操作をマスターするための最短・最良の方法は、やはり、人
にマンツーマンで教えてもらうことだと言えます。しかし、すべての人がそのような恵まれた環境に
いないのも事実です。速効!図解シリーズは、私たちマイナビ出版が、多くのパソコン関連雑誌およ
び書籍で培ったノウハウを活かし、“マンツーマンでやさしく教える”ような書籍を目指して発刊致
しました。
　また、速効!図解シリーズでは、個人個人によってその習熟の度合いや知りたい事柄、理解しやす
い覚え方が異なることを十分考慮し、その人にあった使い方・読み方ができるようになっています。
詳しくは、次ページの「速効!図解シリーズの使い方」をお読みいただき、自分にあった使い方・読み
方を試してみてください。それが、パソコンおよびアプリケーションソフト操作のマスターに“速く
効く”やり方だと考えます。

（株）マイナビ出版

●『速効 ! 図解 PowerPoint 2016 総合版』執筆にあたって

　本書では、初めて PowerPoint を使う方からすでに利用している方、すべての PowerPoint ユー
ザーを対象として執筆しています。
　PowerPoint 2016 は、デザインアイデアウィンドウや画面録画機能が追加され、より視覚効果
の高いスライドや動画ファイルなどの制作などに役立つ機能が強化されました。各章では、
PowerPoint を最も効率的・効果的に使用するコツとテクニックをあますことなく解説しています。
また、単なる機能解説だけにとどまらず、作成のコツや気を付けたい点、プレゼンのノウハウ等を補
足事項として随所に盛り込んでいます。
　また、スライド作成の PDCA やカラーリング、図解のコツなど、プレゼンテーションの実施に必
要な基礎知識の解説も充実しています。
　さらに、PowerPoint の活用をスライド作成だけにとどめず、YouTube へアップロードする動画、
作業進行管理表、受付インフォメーションの作成など様々な活用シーンを提案し、その操作テクニッ
クを詳しく順を追って説明しています。
　すべての PowerPoint ユーザーに幅広くご利用いただき、よりよいツール作成の一助となれば幸
いです。

2016 年 7 月
著者一同

［ は じ め に ］
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3 文字を入力する
アウトラインで入力した内容は、同時に
スライペインにも表示されます。
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アウトライン表示を利用してプレゼンテー
ションの構成を作成します。

アウトライン表示に切り替えると、スライ
ドペインはそのままで、アウトラインの
表示領域が自動的に広がります。

アウトライン表示では、スライドの縮小
表示ではなく、タイトルの一覧が並びま
す。この状態で、全体の構成を考えて
から内容を作成していくとよいでしょう。

1 表示を切り替える

2 アウトラインが表示される

アウトライン表示でスライド作成

4 スライドを追加する

5 スライドのタイトルを入力して全体の流れを作成

アウトライン表示は、プレゼンテー
ションの構成や流れを作成するのに
適しています。まずはスライドのタ
イトルだけを入力し、全体の流れを
作ってから内容を制作するのが最も
効率のよい作成方法です。

全体の構成を作るには
「アウトライン」が便利

042 アウトライン表示

［表示］タブをクリックして、1

タイトル文字を入力すると、6

スライドペインのプレースホ
ルダーにも反映されます。7

アウトラインが表示されたら、3

［スライドアイコン］ の
右側をクリックして、4

カーソルを表示します。5

［アウトライン表示］をクリックします。2 1行目の行末に
カーソルが表示
されている状態
で、Eキー
を押します。

8

２枚目のスライドが追加されます。9

全体の概要を作成します。11

タイトルを入力して、Eキーを押し、10

アウトラインの表示領域を変更する
アウトラインの表示領域とスライドペイン
の境界線にポインターを合わせて左右にド
ラッグします。アウトラインの領域と連動し
て、スライドペインの表示倍率も拡大/縮
小されます。

Rキーで
前のスライドに戻る
アウトライン表示では、Eキーで簡単
にスライドを追加できますが、削除も
Rキーで簡単にできます。

スライドアイコン
［アウトライン］表示にした際にスライド1枚
を表すアイコンです。スライドの選択や移
動などに使用します。
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速効！図解シリーズの使い方

左ページツメ
各Chapterのタイトルが入っ
ています。

操作手順
操作の手順を番号付きで紹介し
ています。番号にしたがってここ
だけを読み進めば、操作の仕方
がわかるようになっています。

タイトル
各解説は具体的な目的別に構成されて
いるので、やりたいこと・知りたいことを
簡単に探せます。

機能・操作タイトル
この解説で使う機能や操作
の名前です。

補足説明
操作手順には書いていない、
前提となる事柄や補足の説明
をしています。

●サンプルファイルのダウンロードページ
https://book.mynavi.jp/supportsite/detail/9784839959678.html
 【ご注意】GoogleやYahoo!では検索できません。必ずアドレスバーに入力してください（P.16参照）。
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1 「操作手順」だけを読めばササッとわかる！できる！
2 プラスアルファの解説は「補足説明」を読もう！
3 より幅広い知識を得るには「コラム」が役立つ！

速 効 ！ 図 解 シ リ ー ズ の 使 い 方

右ページツメ
機能や操作の名前で必要な解説が探せます。

コラム
本書には以下の7種類のコラムが
用意されています。操作手順と併
せてこれらのコラムを読むことで、
より幅広い知識が身に付きます。

一歩進んだ使い方や役立つ情報
を紹介しています。

操作のポイントや間違いやすい
点を解説しています。

操作の意味合いやどうしてこう
なるかを説明しています。

操作を間違えたときの対処方法
を解説しています。

ショートカットや別の操作方法
を紹介しています。

知っておきたい用語をわかりや
すく説明しています。

このバージョンから搭載された
新機能を紹介しています。

PowerPoint2016_tukaikata.indd   5 16/07/12   19:06
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5 ダブルクリックして開く

1 ダウンロードページを表示する 2 ダウンロード用のリンクをクリック

3 ダウンロードを開始する 4 デスクトップに保存する

サンプルデータのダウンロード方法
URL▶https://book.mynavi.jp/supportsite/detail/9784839959678.html

本書の解説で使われたサンプルデータをダウンロードできます（すべての解説でサンプルデータを用意して
いるわけではありません）。ここではWindows 10の画面を例にダウンロード方法を紹介しましょう。

016

警告メッセージが表示されたら?
サンプルファイルを開くと、［ウイルスに感染している可能性
があります］や［セキュリティの警告］などのメッセージが表示
されます。これは実際に感染しているかどうかに関わらず警告
として表示されます。［編集を有効にする］や［コンテンツの有
効化］をクリックしてご使用ください。

Windows 8.1/8/7の場合
ダイアログボックスが表示さ
れた場合も［名前を付けて
保存］をクリックしましょう。

ブラウザー（Internet ExplorerやEdge）を起動し、1

［→ダウンロードはこ
ちら］をクリックします。4

［名前を付けて保存］
をクリックします。5

データがダウンロードできました
（環境によっては時間がかかります）。8

デスクトップ上にドラッグ&ド
ロップして展開しましょう。10

ダウンロードしたデータは圧縮されてい
るので、ダブルクリックして開きます。9

URLの入力欄に上記URLを入力します
（検索キーワードの入力欄ではありません）。2

サポートサイトが表示されました。3

保存先を［デスクトップ］に指定し、6

［保存］ボタンをクリックします。7

クリックします。
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プレゼンテーションを総合的にサポート

PowerPointって
どんなソフト？

PowerPoint 2016の概要 PowerPointはプレゼンテーショ
ンの準備から本番まで総合的に利
用できる便利なソフトです。また、文
書作成や、動画作成ツールとして利
用することもできます。

001

プレゼンテーションとは
プレゼンテーションとは、聞き手に対して企
画や提案の内容をわかりやすく伝えること
をいいます。また、PowerPointではファ
イルの1単位のことを“1プレゼンテーション”
と呼びます。

018
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Office 2016を入手するには
Office2016では、Officeのバージョンが新しくなった際、自動的にアップデートして更新していくように仕様変更されました。従来
のように、バージョンが変わるたびにOffice製品を買いなおす必要がなくなります。それに伴い、販売形式は下表のように変更され
ます。ただし、Officeがプリインストールされているパソコンを購入する際は、PowerPointが含まれているかを確認しておく必要
があります。機種によってはPowerPointが含まれないバージョンもあります。

Officeの利用方法 製品名 内容 含まれるアプリケーション

永続ライセンスで

利用する

Office Personal 2016
Office Home & Business 
2016
Office Professional 2016

Office 2016パッケージ製品を購入します。ダ
ウンロード版と店頭での販売がありますが※、従
来のようなDVD形式での販売はなくなりました。

製品により異なります。

月払い、年払いで
Officeを利用する

Office 365 Solo
毎月、あるいは毎年利用料を払ってOfficeを使
用する使い方です。インターネットで契約し、製
品はダウンロードします。

Word、Excel、Outlook、
PowerPoint、OneNote、
Publisher、Access

Officeがプリインスト
ールされたPCを入
手する

Office Personal Premium
Office Home & Business 
Premium
Office Professional 
Premium

Office Premiumプリインストールのパソコン製
品を購入します。パソコンには、1年間のOffice
の利用料が含まれており、利用期間を過ぎた後
は、月払いまたは年払いで利用料を払って
Officeを使い続ける方法です。

製品により異なります。

※ Office Professional 2016はダウンロード販売のみ

PowerPointを利用したプレゼンテーションは、聞き手に対する訴求力を
高め、効果的に内容を伝えることができます。
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001

スライドをそのまま提案書などの文書と
して利用することができます。Power
Pointは情報を効果的に伝える機能が
充実しています。

作成したスライドは様々な形態で印刷
することができます。

作成したスライドを、WMVやMP4など
のビデオファイルとして保存できます。

複数枚をまとめて印刷
複数枚をまとめて印刷する場合は、2枚、4
枚、6枚、9枚など用途に合わせて変更でき
ます。

ビデオファイルの利用
保存したビデオファイルはWindows Media 
Playerで再生したり、YouTubeにアップ
ロードしたりすることができます。

PowerPointでできること

1 スライドの作成

2 配布資料の作成

3 ビデオファイルの作成

グラフや図表を入れた視覚効果の高いプレゼン資料を作成できます。

複数枚のスライドを1ページにまと
め、聞き手に配布する資料を印刷
できます。

プレゼンテーション本番で使用する
発表者用原稿を作成できます。

ビデオファイル
として保存し、
再生できます。

019
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PowerPoint 2016は
どこが変わった？

PowerPoint 2016の新機能 PowerPoint 2016では、使い勝
手や機能においてさまざまな改良が
施されました。ここでは、新機能の中
の代表的なものを紹介します。

002

020
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操作アシストでわからない機能を素早く探す

グラフの種類が追加された

従来のヘルプ機能も活用できる
操作アシスト機能は、従来のヘルプ機能と
しても活用できます。「○○のヘルプを参照」
を選択することでヘルプ検索できます。

ビジネス分析に役立つグラフ
追加されたグラフは、統計やチャート分析
など、ビジネス実務に役立つものです。

グラフに新しく6つの種類が追加されま
した。

ヘルプ機能が強化され、操作方法を調
べるだけではなく、そのまま操作を実行
できるようになりました。

新しく追加されたのは、「ツリーマップ」「サンバースト」「ヒストグ
ラム」「箱ひげ図」「ウォーターフォール」「じょうご」の6種類です。2

グラフの種類が増えました。1

関連したコマンドが検索されて、そのまま操作を実行できます。2

「実行したい作業を入力してください」欄に機能名などを入力すると、1
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ファイルを共有して、複数ユーザーで編
集する機能がより簡単にできるようにな
りました。

画像を挿入した際に表示される［デザイ
ンアイデア］ウィンドウには、画像を使っ
た様々なデザインサンプルが表示され
ます。気に入ったものをクリックするだけ
で、デザイン性の高いスライドを作成で
きます。

より簡単になった同時編集
従来のように、WebページページでOne
Driveを開く手間がなく、PowerPoint上
で効率よく作業することができるようになり
ました。

Pow
erPoint 2016

の
新
機
能

002

021

［共有］タブの追加

タッチパネル対応では
［描画］タブの追加
タブレット型パソコンや、タッ
チパネル対応のディスプレイ
を利用している場合、［描画］
タブが追加されました。画面
を直接なぞって図形を描く場
合に便利です。

画面をなぞり
ながら手書き
感覚の図形を
描画できます。

3

［図形に変換］ボ
タンをクリックし
て有効にすると、

4

画面をなぞって描い
た図形を形状の似
ているオートシェイプ
図形に変換します。

5

［デザインアイデア］ウィンドウからイメージに合ったデザイン
を選択するだけで、画像を活かしたスライドに変更できます。2

作業ウィンドウに共有する
ユーザーを指定すれば、2

［描画］タブをクリックして、1 線種を選んで、2

複数のユーザーで編集が可能です。3

［共有］タブをクリックして、1

［デザインアイデア］ウィンドウ
スライド内に画像を挿入し、1

PowerPoint2016_Ch01P018-029.indd   21 16/07/12   10:27



PowerPointの起動

1 ［すべてのアプリ］をクリックする

PowerPointを
起動・終了するには

起動と終了 プレゼンテーションを作成するには、
まずPowerPointを起動する必要
があります。ここではWindows 
10で、PowerPoint 2016をアプ
リ一覧から選択して起動する方法と
終了の方法を解説します。

003

ここではWindows 10でPowerPoint 
2016を起動します。

［検索］ボックスにアプリ名を入力
［スタート］ボタンの右側にある［検索］ボック
スに「PowerPoint」と入力すれば、パソコ
ン内にインストールされているアプリが表示
され、クリックすることで起動できます。

Windows 8.1/7の場合
Windows 8.1の場合は、左下の下向き矢
印をクリックし、すべてのアプリ一覧から
［PowerPoint 2016］をクリックします。
Windows 7の場合は、デスクトップ画面で
左下の［スタート］ボタン をクリックして、［す
べてのプログラム］を選択し、アプリケーショ
ンの一覧が表示されたら、［Microsoft 
Office］→［Microsoft PowerPoint 2016］
の順に選択します。
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2 PowerPoint 2016を選択する
［スタート］ボタンをクリックし、1 ［すべてのアプリ］をクリックします。2

「P」欄の「PowerPoint 2016」をクリックします。3
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3 PowerPointが起動した！
起動直後は、スタート画面が表示されます。

保存していない内容がある場合は、保
存するかどうかを尋ねるメッセージが
表示されます。

1 ［PowerPointの終了］ボタンをクリックする

A＋$キーで終了する
キーボードのAキーを押しながら、$
キーを押してもPowerPointを終了でき
ます。

タブレットモードでの起動
Windows10のスタート画面が、
タブレットモードになっている場
合は、操作方法が多少異なりま
す。また、タブレットモードの場合
は、スタート画面に「PowerPo
int 2016」のタイルが表示され、
直接タップ（クリック）することで
起動ができます。

起
動
と
終
了

003

023

PowerPointが起動して、4 スタート画面が表示されます。5

画面右上の［閉じる］ボタンをクリックします。1

PowerPointの終了

［スタート］ボタンの上にある［す
べてのアプリ］ボタンをクリックし、1

一覧から「P」にある「PowerPoint 
2016」を選択して起動します。2

タスクバーにアイコンを作る
すべてのアプリの一覧から［PowerPoint 
2016］を右クリックして、［その他］にマウス
ポインターを合わせて［タスクバーにピン留
めする］をクリックすると、タスクバーにアイ
コンが表示されます。アイコンをクリックす
るといつでも起動できるようになります。
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基本画面構成の確認

基本画面を確認しよう

基本画面の構成 PowerPointの基本画面を確認
しましょう。スライドペインを中心と
してさまざまな機能が効率よく実行
できるように配置されています。

004

024
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フォントが変わった
PowerPoint 2016では、プレースホル
ダー内の初期フォントが従来の「MSPゴ
シック」から「游ゴシック Light」に変わ
りました。

PowerPointの基本の画面構成を確認しましょう。

ステータスバー
スライドの枚数や、現在の作業状態を
表示します。

表示モードの切り替えボタン
［標準］［スライド一覧］［閲覧表示］
［スライドショー］を切り替えます。

ズーム
スライドペインに表示する
スライドの表示倍率を変更
します。

スライドタブ
スライドの縮小
イメージを表示
します。

クイックアクセスツールバー
よく利用するボタンを表示します。
追加も可能です。

タイトルバー
作成中のファイル名や起動中のアプ
リケーション名が表示されます。

リボン
実行できる機能を
タブに分けて表示します。

スライドペイン
スライドを編集
するための
エリアです。
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ノートペインを表示する

1 ［ノート］をクリックする
通常は［ノート］ペインが表示されない設
定になっています。

2 ノートペインの領域が表示された!

ノートペイン
ノートペインは、プレゼン時の発表シナリオ
を入力する際に活用する入力領域です。
スライドショー中に発表者用のパソコンで
表示しておくことも可能です。

ノートペインを非表示にする
ステータスバーの［ノート］をクリックすると
ノートペインが非表示に戻ります。

表示倍率を変更する
ステータスバーの右側にあるズームボタンを使うと、画面の表示倍率を変更できます。

基
本
画
面
の
構
成
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ステータスバーの［ノート］をクリックする1

ノートペインが表示されました。2

［縮小］ボタンをクリック
すると10%ずつ表示
倍率が縮小されます。

2
スライダを直接
ドラッグして拡大・
縮小もできます。

3
「○○％」と表
示される項目を
クリックすると、

4
［ズーム］ダイアログボックスが
表示され、倍率を選択したり、
数字を指定して変更できます。

5

ステータスバー右側に
ある［拡大］ボタンをク
リックすると10%ずつ
表示倍率が拡大され、

1
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クイックアクセスツールバーにボタンを追加する

1 追加するボタン名を選ぶ

2 ボタンが追加された！

よく使うボタンは
左上に登録しよう

クイックアクセスツールバー クイックアクセスツールバーは、リボ
ンの表示に関わらずクリック一つで
操作できる利点があります。よく利用
するボタンをクイックアクセスツール
バーに登録することことで、効率よく
作業できます。

005

クイックアクセスツールバーによく使う
ボタンを追加してみましょう。

ボタン名先頭のチェック
ボタン名の一覧で、先頭にチェックが付い
ているものは、現在表示されているボタン
です。チェックが付いていないものは非表
示になっています。
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追加したボタンを削除する
追加したボタンを削除するには、［クイック
アクセスツールバーのユーザー設定］ボタ
ンをクリックして、削除したいボタン名を選
択します。

［クイック アクセス ツールバーのユーザー設定］ボタンをクリックして、1

追加したいボタン名をクリックします。2

ボタンが追加されました。3

PowerPoint2016_Ch01P018-029.indd   26 16/07/12   10:27



2 コマンドを選んで追加する

3 ボタンが追加された！

追加したボタンを
作成中のファイルだけに表示する
ボタンを追加してクイックアクセスツール
バーを変更した場合は、すべてのファイル
作成時に表示されます。作成中のファイル
だけに表示したい場合は、［クイックアクセ
スツールバーのユーザー設定］一覧から、
表示したいファイル名を選択します。

クイックアクセスツールバーの
表示位置を変更する
［クイック アクセス ツールバーのユーザー
設定］一覧で、［リボンの下に表示］を選ぶ
と、表示位置がリボンの真下に変更されま
す。

追加したボタンを削除する
［コマンドの選択］一覧から追加したボタンの
削除をするには、追加したボタンで右クリッ
クし、［クイックアクセスツールバーから削除］
を選択します。［クイック アクセス ツールバ
ーのユーザー設定］ボタンをクリックしても
一覧には表示されません。

［クイックアクセスツールバーのユーザー
設定］の一覧にないボタンを追加します。

［PowerPointのオプション］ウィンドウ
でクイックアクセスツールバーのカスタ
マイズができます。

ク
イ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
ツ
ー
ル
バ
ー
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 一覧にないボタンを追加

1 ［その他のコマンド］を選ぶ
［クイック アクセス ツあールバーのユーザー設定］ボタンをクリックして、1

［その他のコマンド］をクリックします。2

［OK］をクリックします。6

クイックアクセスツールバーにボタンが追加されました。7

右側の一覧に追加
したコマンドのボタ
ンが表示されます。

5

［コマンドの選
択］一覧から、追
加したいボタンを
クリックして、

3
［追加］ボタンを
クリックすると、4
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新規ファイルの作成

1 ［名前を付けて保存］を選択する

2 保存場所とファイル名を指定する

作成したスライドは
様々な形式で保存できる

ファイルの保存 ここでは、新しく作成したプレゼンテー
ションを保存する方法や、保存済み
のファイルを編集後に保存する方法
を解説します。

006

作成したプレゼンテーションを既定の保
存先であるOneDriveに保存します。

OneDriveに保存します。

+キーで保存する
すばやく保存の操作を行う際は、+キー
を押して［名前を付けて保存］ダイアログボ
ックスを表示します。

保存先を変更する
保存先を使用しているパソコン内に変更す
るには、［このPC］を選びます。［参照］を
選択すると、［名前を付けて保存］のダイア
ログボックスが表示されます。
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OneDrive内のフォルダーが　
表示される
保存先のOneDrive内のフォルダーの一
覧が表示され、より効率よく保存の操作が
できるようになりました。

［ファイル］タブをクリックして、1

［名前を付けて保存］を選択します。2

ファイル名を入力し、4

［保存］ボタンをクリックします。5

保存先を指定して、3
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3 ファイルが保存された！

PDF形式で
保存するには
作成したファイルを
PDF形式で保存する
ことができます。閲覧
環境を問わないPDF
形式での保存方法は、
必ず覚えておきたい
操作です。

PowerPoint 2003で
開けるように保存する
PowerPoint（97～2003）
で開きたい場合は、2016フ
ァイル形式を変更する必要が
あります。なお、旧バージョン
のファイル形式で保存した場
合は、内容によって編集でき
なくなることがあるため、注
意が必要です。

フ
ァ
イ
ル
の
保
存

006

029

保存が終わると、タイトルバーにファイル名が表示されます。6

［ファイル］タブをクリックして、［名前を付けて保存］画面が表示されたら、1

［保存］ボタンをクリックします。4

［PDF］を選択します。3

互換性を確認する
画面で、［続行］ボタ
ンをクリックします。

5

［保存］ボタンをクリッ
クすると、PDFファイ
ルが保存されます。

4

［ファイルの種類］
ボックスをクリックして、2［ファイル］タブをクリックして、［名前

を付けて保存］画面が表示されたら、1

［ファイルの種類］
ボックスをクリックして、2

ファイルの保存が終
わると、タイトルバーの
ファイル名に［互換モ
ード］と表示されます。

6

［PowerPoint
97-2003プレゼ
ンテーション］を
選択します。

3

上書き保存
保存済みのファイルを編集した後、同じ場
所に同じファイル名で上書き保存する場合
は、クイックアクセスツールバーの［上書き
保存］ボタンをクリックします。なお、［上書
き保存］ボタンは、OneDriveに保存して
いるファイルでは、 となり、パソコン内に
保存している場合は、 の表示となります。
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スライドの表示

1 スライド一覧からスライドをクリックする

2 ［次のスライド］ボタンをクリックする

スライドを効率よく選択して
ササッと作成

スライドの選択 スライドの枚数が多いプレゼンテー
ションにおいて効率よく作業するた
めに、スライド間を素早く行き来した
り、複数枚のスライドをまとめて選択
する作業を確認しておきましょう。

007

スライドを1枚ずつ移動して表示してみ
ましょう。

ここでは、4枚目のスライドを選択します。

1つ前のスライドを表示する
現在表示しているスライドの1つ手前のス
ライドを表示したい場合は、［前のスライド］
ボタン をクリックします。

030
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スライドのサムネイルが小さい
スライド一覧の幅が狭い場合は、表示され
るスライドのサムネイル（縮小版）が小さく
なります。境界線をドラッグして広げれば、
サムネイルも自動的に拡大します。

スクロールバーの[次のスライド]ボタンをクリックします。3

4枚目のスライドが表示されました。2

画面左側に表示されるスライド一覧か
ら、表示したいスライドをクリックします。1
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3 次のスライドが表示された！

4枚目、6枚目、7枚目のスライドを選択
してみましょう。

Cキーを利用する
スライドの選択方法は、D
キーを押しながらスライドをク
リックする方法もありますが、
Cキーを使うことで、範囲
を指定して一気に選択する
方法もあります。

マウスのホイールボタンを利用する
スライドペインにポインターを合わせて、マ
ウスのホイールボタンを手前に回すと次の
スライドが表示されます。前に回すと手前
のスライドが表示されます。

まとめて作業する
複数のスライドを選択して、［スライド］タブ
内をドラッグするとまとめて移動できます。
また、Bキーを押して一度に複数のス
ライドを削除することもできます。

1 Dキーを押しながらスライドをクリックする

ス
ラ
イ
ド
の
選
択

007

031

次のスライドが表示されました。4

［スライド］タブで選択する最初のスライドをクリックし、1

これで複数のスライドをまとめて選択できました。3

4枚目から7枚目のスライドが
選択されました。3

Dキーを押しながら、選択した
いスライドを次 と々クリックします。2

複数のスライドをまとめて選択する

［スライド］タブで
選択する最初のス
ライドをクリックし、

1

Cキーを押
しながらここを
クリックします。

2
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テンプレートを利用して新規作成する

1 テンプレートの種類を選ぶ

2 テーマを選択する

ビジネス感のあるテンプレートを利用し
てスライド作成をしてみましょう。
［新規］画面では、テーマの一覧が表示
されます。

オンラインで検索したテンプレートには
様々な種類があります。

「ひな型」を利用すれば
デザインもストーリーもバッチリ

テンプレート PowerPointには「テンプレート」と
呼ばれるプレゼンテーションのひな
型が多数用意されています。テンプ
レートを利用すれば、ストーリーの流
れを参考にしながらスライド作成が
できます。

008

検索ボックスに入力する
使用したいテンプレートに関連したキーワ
ードを、検索ボックスに入力すれば、関連
するカテゴリのテンプレートが表示されます。

元の画面に戻るには
［ホーム］をクリックすると、手順１の画面に
戻ります。

さらに絞り込む
目的に合ったテンプレートを選びたい場合
は、右側に表示される「カテゴリ」からさら
に絞り込みます。

032
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［ファイル］タブのメニューから［新規］を選択し、1

テーマのタイトルを参考にしながら、任意のテーマ（ここでは「ビ
ジネスプロジェクト計画プレゼンテーション」）を選択します。3

［検索の候補］の一覧から使用したテンプレー
トの種類（ここでは［ビジネス］）をクリックします。2
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スライドの追加や削除は自由にできます。

開いたテンプレートは、選択したテーマ
に基づいてストーリー構成ができあがっ
ているものが多くあります。

4 プレゼンテーションが開いた！

5 内容を入力する

画面切替えも設定されている種類がある
選択したテンプレートによっては、「画面切
り替え」効果もあらかじめ設定されている
場合があります。

3 ［作成］ボタンをクリックする

テンプレートの内容を確認する

タイトルスライド以外の内容を確認する場
合は、［その他のイメージ］の◀▶ボタンを
クリックして、各スライドの内容のプレビュ
ーを見ることができます。

アウトライン表示に切り替えて入力する
［表示］タブの［プレゼンテーションの表示］
グループにある［アウトライン表示］ボタンを
クリックすると、左側の表示がアウトライン
表示に切り替わります。プレースホルダー
内に入力されている文字がすべて表示され、
全体の構成を考えながら入力する際に便利
です。

008

テ
ン
プ
レ
ー
ト

033

内容を確認後、［作成］ボタンをクリックします。4

選択したテンプレートでプレゼンテーションが新規作成されました。5

プレースホルダー内をクリックして、内容を新しく入力したり、変更したりします。6
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スライド一覧表示

1 ［スライド一覧］ボタンをクリックする

2 スライド一覧表示に切り替わった！

スライド一覧や疑似プレ
ゼン画面を活用しよう

画面表示モード PowerPointには、様々な画面表
示モードが用意されています。通常は
［標準表示］で操作しますが、入力や
編集など作業状態に合わせて表示
モードを切り替えながら行うことによ
り効率がアップします。

009

スライド一覧表示は、プレゼンテーショ
ン全体の構成を確認したい場合に便利
な表示モードです。

034
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文字の入力はできない
スライド一覧モードは、スライド全体の流れ
を見ながら、スライドを入れ替えたり、スラ
イドショーの内容を確認・編集したりする場
合に利用すると便利です。文字の入力や
オブジェクトの挿入等はできない点に注意
しましょう。

ズームを変更して全体を見渡す
スライドの枚数が多い時は、画面右下のズ
ームスライダーを左にドラッグして縮小す
ると、1画面に表示されるスライドの枚数が
増えて、全体の構成がつかみやすくなりま
す。

目的のスライドで標準表示に戻る
目的のスライドをダブルクリックすると、標
準表示に戻り、すぐに編集できます。

ステータスバーの［スライド一覧］ボタンをクリックします。1

スライド一覧表示に切り替わり、スライドが縮小されて表示されました。2

［標準］ボタンをクリックすると、元の標準表示に戻ります。3
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閲覧表示モード

1 ［閲覧表示］ボタンをクリックする
閲覧表示モードは、スライドショー表示
モードと似ていますが、全画面表示では
なく、タスクバーが表示されているため、
アプリケーションの切り替えなどができ
る特徴があります。

閲覧表示は、開いているウィンドウのサ
イズでスライドショーがスタートします。

2 ［次へ］ボタンをクリックする

3 次のスライドが表示された！

画
面
表
示
モ
ー
ド

009

035

［閉じる］ボタンでは標準表示に戻らない
タイトルバーの［閉じる］ボタン をクリッ
クすると、PowerPointが終了します。標
準表示には戻りませんので注意しましょう。

Pキーで戻る
閲覧表示の際に、Pキーを押すと、閲覧表
示が終了し、元の標準表示に戻ります。

キーボードやマウスを使う
閲覧表示は、スライドショー表示と同じ操作で、
次のスライドや前のスライドを表示できます。
キーボードのEキーで、次のスライドを
表示し、Rキーで前のスライドに戻り
ます。また、マウスの操作も同様です。

［次へ］をクリックします。4

ステータスバーの［閲覧表示］ボタン
をクリックします。1

［標準］ボタンをクリックする
と元の標準表示に戻ります。6

コントロールバー
が表示されます。3

閲覧表示モードに
切り替わりました。2

次のスライドが
表示されました。5
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機能を操作アシストで実行する

1 操作アシストの入力ボックスをクリックする

2 実行したい操作を入力する

分からない操作は
操作アシストで即実行

ヘルプ PowerPoint 2016は、従来の
「ヘルプ機能」が強化され「操作ア
シスト」として、“使えるヘルプ”に変
わりました。ボタンがどこにあるか
分からない場合も、機能名を入力す
ればそのまま操作を実行できます。

010

操作アシストを利用して、文字にワード
アートの設定をしてみましょう。

入力途中でも、内容に合わせて検索結
果が表示されます。

036
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操作アシストは常に表示されている
操作アシストの入力ボックスは、タブの表
示に関係なく常に表示されています。ただし、
［ファイル］タブは、バックステージビューと
なるため［？］ボタンで表示されます。

正式な機能名でなくてもOK
ボタン名や機能名が分からない場合は、目
的となる内容を入力するだけでも候補が表
示されます。例えば、文字サイズを縮小す
る際に「小さくする」などと入力しても目的
の機能が検索されます。

実行したい機能名などを入力すると、3

操作アシストの入力ボックスをクリックします。2

目的の種類をクリックします。6

目的の機能をポイントすると、すぐに機能が
選択できるように候補一覧が表示されます。5

検索の結果が
表示されます。4

機能を設定したい文字列を
範囲選択して、1
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□□□□□□□□□■□□□□□□
□□□■□□□□□□□□□■□□
□□□□□□□■□□□□□□□□
□■□□□□□□□□□■□□□□
□□□□□■□□□□□□□□□■
□□□□□□□□□■□□□□□□
□□□■

□□□□□□□□□■□□□□□□
□□□■□□□□□□□□□■□□
□□□□□□□■□□□□□□□□
□■□□□□□□□□□■□□□□
□□□□□■□□□□□□□□□■
□□□□□□□□□■□□□□□□
□□□■

3 機能が実行された！
ヘ
ル
プ

010

037

ヘルプ機能として利用する

2 キーワードを入力する

1 操作アシストの入力ボックスをクリックする

実行した作業は
［最近使用した項目］に追加される
一度操作をした作業は記憶され、次回操作
アシストの入力ボックスをクリックした際、［最
近使用した項目］に追加されます。操作アシストから選択した機能が実行され、結果が表示されました。7

操作アシストの入力ボックスをクリックします。1

調べたい機能のキーワードを入力し、2

検索結果の一覧から「○○のヘルプを参照」を選びます。3

ここでは、PowerPoint 2016の新機
能である画面切り替えの「変形」という
機能について調べてみます。

機能の解説や操作方法など全般につい
て知りたい場合は、従来の「ヘルプ」機
能を使うとよいでしょう

キーボードを使ってヘルプを開く
キーボードの~キーを押しても［Power
Point 2016ヘルプ］画面を開くことができ
ます。

［ファイル］タブからヘルプを開く
［ファイル］タブをクリックして右上にある
［ ? ］ をクリックしても［PowerPoint 2016
ヘルプ］画面が表示されます。
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4 ヘルプの内容が表示された！
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候補のハイパーリンクの下には、ヘル
プで表示される内容の概要が要約して
表示されます。

ヘルプには、機能の概要説明や操作方
法が書かれています。操作は画面付き
でステップごとに詳細に書かれている
ものもあります。

3 目的の候補を選択する

キーワードを入力しなおす
［PowerPoint 2016ヘルプ］ウィンドウに
は、検索ボックスが表示され、操作アシスト
で入力したキーワードが入力されています。
内容を変更したい場合は、ボックス内のキ
ーワードを変更し、［検索］ボタンをクリック
します。

ヘルプの内容を印刷する
ヘルプ画面で表示された内容を印刷する
には、［印刷］ボタンをクリックします。

［スマート検索］では何が調べられる？
［操作アシスト］の検索結果一覧に表示される［スマート検索］を選ぶと、Wikipediaで用語の意味を調べたり、入力したキーワードを
使ったWeb検索ができます。

検索結果の一覧から目的の候補の
ハイパーリンクをクリックします。5

「PowerPoint 2016ヘルプ」画面が
表示されます。4

選択した候補の
説明内容が表示
されます。

6

検索結果の一覧から
［スマート検索］を選
択すると、

1

ヘルプを終了
する際は、［閉
じる］ボタンを
クリックします。

7

目的のハイパーリンクを
選択すると、Webブラ
ウザーが起動してWeb
ページにジャンプします。

3

［スマート検索］ウィン
ドウが表示されます。2
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プレゼンターに必要な３つの力

1 企画・構成力

2 ツール作成力

3 演出・表現力

目的や聞く価値が不明確なプレゼンテーションや、情報が整理されていないストーリー構成では、聞き手の納得感を得
られません。行き当たりばったりのプレゼンテーションではなく、目的を明確にしたプランニング＝企画・構成力が大切
です。

ビジュアルツールを利用したプレゼンテーションでは、ツール作成において情報やデータをどう見せるかが重要になっ
てきます。チャートやグラフなど情報に合わせた資料作りはプレゼンテーションの成功の鍵を握ります。

せっかく論理的な説明展開や訴求力の高いツールの提示ができていても、それを伝えるプレゼンターが、聞き手を無
視した一方的な発表スタイルになってしまったり、資料の棒読みになっていては、成果が得られません。熱意を持って
伝える姿勢や、常に聞き手を意識しながらの表現力や演出力が大切です。

011 プレゼンテーションの概念

目的は説明？説得？
形式は対面？会議？

プレゼンテーションは、自分の考え
を「発表」するだけのものではあり
ません。話術の上手さだけではなく
論理的なストーリーや視覚ツールの
出来栄えなどさまざまな準備を実施
し成果につなげることが重要です。
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プレゼンテーションの種類とスタイル

1 説明型と説得型

2 聞き手の参加人数に合わせたプレゼンの形態

「１対多数で投影スライドを使う」スタイルだけがプレゼンテーションではありません。ビジネスにおいては日常のさま
ざまな場面もプレゼンテーションの一つとして取り組むことにより、トータルなプレゼン力のアップにつながります。

プレゼンテーションを目的別に分類
すると「説明型」と「説得型」の２種
類になります。説得型は最終的な行
動変容や意思決定を伴うため、プレ
ゼンテーションの難易度も高くなり
ます。

スタイル 形態

対面形式
1人〜3、4人を対象に行う
プレゼン
視覚ツールは出力したものを利用する場合も多い。
双方向のコミュニケーションが可能。

会議形式
5人〜15人程度を対象に行う
プレゼン
聞き手の反応を理解しやすく、
聞き手同士の討議も可能。

講演形式
15人〜100人位を対象に行う
プレゼン
情報を一方的に伝える傾向があるため、
聞き手との間に距離感を作らない配慮が必要。

スタイル 目的 シーン 難易度

説明型プレゼン 理解させる 周知伝達・報告
説明会・発表会 中

説得型プレゼン 意思決定させる
行動変容を促す

提案・上申・販売・研修
ディベート・コンペ 高
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３W＋T分析

1 対象者の分析（Who）

2 目的の理解（Why）

4 与えられた時間は（Time）

3 何を伝えるのか（What）

プレゼンテーションを成功する上で大切なのは、与えられた時間を踏まえた以下の３つの力の相乗効果です。

聞き手の人数・立場・性別などを把握しておかなければ、プレゼンテーションの企画やストーリー構成を行うことはできません。

「なぜそれをプレゼンするのか――」プレゼンの目的を明確にすることがスタートです。目的が明確になれば、目指す
べき到達点や聞き手へ提示する「価値」がはっきりと見えてきます。

プレゼンテーションで使える時間を確認します。時間の制限によって、伝えたい内容の優先順位を決め、情報の取捨
選択を行います。

プレゼンに必要なデータや情報を洗い出し、どのようにして目標に到達するかのプロセスを考えます。また、どんなツー
ルを使用するかの環境面の確認も大切です。

012 プレゼンテーションの企画

企画立案に重要な
「3W＋T」分析

プレゼンテーションを依頼されたら、
資料を作成する前に企画を考える
必要があります。準備や確認をしっ
かりと行うことが最終的な結果につ
ながります。
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企画からプレゼンテーション本番までの作業の流れ　

1 依頼内容の確認

2 情報収集と整理

3 ストーリー構成

4 視聴覚資料の作成

5 リハーサル

6 プレゼンテーション本番

7 振り返りと今後に向けて

プレゼンテーションを依頼されたら、以下の流れで企画から本番まで準備作業を念入りに行います。

３Ｗ＋Ｔ分析をしっかり行い、準備作業をスタートし
ます。

プレゼン内容に合わせて、データや統計、事例な
どを集めます。また、集めたデータは必要に応じ
て取捨選択します。

与えられた時間内に収まるように整理した情報を
元にストーリーを作成します。この時で情報を構
造化しておくと、ストーリーが作成しやすくなります。

与えられた環境に合わせて資料作成を行います。
スライドの投影が可能であれば、PowerPointで
プレゼン資料を作成します。

本番を想定してリハーサルを行います。なるべく
本番前に最低2回は実施しておくとよいでしょう。

早めに会場に入り、投影スライドの確認や環境の
確認をします。本番時は、聞き手を意識し熱意を
持って臨みます。

聞き手の反応や時間配分などを振り返り、今後の
プレゼンテーションに活かします。同じ内容で再度
プレゼンテーションをするならば、資料の修正等も
発生します。

こ
こ
に
最
も
時
間
を
要
し
ま
す
。

依頼内容の確認

情報収集と整理

ストーリー構成

視聴覚資料の作成

リハーサル

プレゼンテーション本番

振り返りと今後に向けて
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聞き手をプレゼンテーションに集中させ
て「聞く価値がある」と思わせるために
は、導入部のインパクトや目的の提示、
説明の流れの理解を促す工夫が大切で
す。たとえば、タイトルはありきたりのフ
レーズではなく、内容がすばやくキャッ
チできる具体的で印象的な表現を用い
ます。全体の流れを説明する際は、大
筋の柱を明確にすることでポイントがつ
かみやすくなります。
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ストーリーのアウトラインを作成

整理した情報を構造化するにはピラミッ
ドストラクチャーを作成するのが一番で
す。ピラミッドストラクチャーを作成する
と、情報の主従関係が明らかになり、ス
トーリーのアウトラインが作成しやすく
なります。

1 情報を整理してピラミッドストラクチャーを作成する

2 導入部でプレゼンの全体像がわかるようにする

ストーリー構成を考える上で、まず
は情報の整理を行いアウトラインを
明確にすることが大切です。

ストーリー作成には
「ピラミッドストラクチャー」

ストーリー構成013

ピラミッドストラクチャーを作成し、情報を構造化します。

タイトルが具体的で全体像がわか
る。サブタイトルを使うことにより、聞
き手の関心が高まる

大筋の柱が明確で流れがわかる

良い例
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プレゼン全体の10%を占めます。簡潔
な表現で聞き手にインパクトを与え、プ
レゼンの目的や大筋を把握させます。
導入部分の印象が出だしの印象を左右
するため、聞き手の立場に立って「簡潔
で分かりやすい」表現を工夫します。
導入部のポイント
●�プレゼンのテーマがひと目で理解で
きるか。

●�聞き手の立場に立った目的・利益が提
示できているか。

●�目次やAgenda（予定）スライドでプ
レゼンの流れの大筋（アウトライン）が
つかめるか

プレゼン全体の80%を占めます。プレ
ゼンの目的や利益を客観的に裏付ける
事実や統計、分析結果を示す内容を具
体的にわかりやすく説明します。ピラミッ
ドストラクチャーを活用して情報を順序
よく伝えます。
本論部のポイント
●�結論の根拠を具体的に伝えているか。
●�聞き手の心の動き（共感→納得→期
待）を誘導する流れになっているか。

●�簡潔さとわかりやすさが際立っているか。
●�聞き手の納得感が引き出せるか。

プレゼン全体の10%を占めます。全体
の流れや強調したいポイントを振り返り、
意思決定や行動を促す決め手とします。
まとめ部のポイント
●重要なポイントを繰り返しているか。
●�聞き手へ意思決定や行動を促すアプ
ローチがあるか。

●未来を予測できるか。

プレゼンストーリーの基本構成

1 導入（Introduction）

2 本論（Body）

3 まとめ（Closing）

導入部は、インパクトを与えるとともにプ
レゼンの目的や大筋を把握させます。1

本論部は、プレゼンの目的や利益を客観
的な材料とともにわかりやすく説明します。2

結論部は、ポイントを振り返り、
意思決定や行動を促します。3
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情報の視覚化

1 「読んでわかる」→「見てわかる」

2 情報を視覚化する手法
視覚化の手法はさまざまありますが、一
般的には以下の4つに分類されます。

1．箇条書き
文章を箇条書きにすることにより、ポイ
ントが理解しやすくなります。

2．表
数値データや文字情報を表にすること
により、一覧性が高まります。

3．グラフ
数値データの比較や推移は、グラフに
することによりポイントを理解しやすく
なります。

4．図解
概念や構造・仕組みなどは、図解を使っ
てイメージ化を促します。

投影スライドを作成する場合、いかにすばやく理解を促すかが重要です。そのためには、伝えたい情報やデータを「見
てわかる」＝「視覚化」に重点を置いたスライド作りが大切になってきます。
情報を視覚化するメリットは、以下の3点です。
1．�スライドを読む時間を短縮できる
2．強調ポイントが明確になる
3．�誤解を防ぎ、理解の手助けとなる

PowerPointで視覚資料を作成す
る際、いかに要点を短時間でとらえ
られるかが大切です。そのためには、
文字情報ばかりで「読ませて理解さ
せる」のではなく、「見てわかる」資
料作りを心がけることが大切です。

スライドは「視覚資料」！
情報を視覚化すべし

情報の視覚化014
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1 2
劇 的 にプレゼンが 変 わ る!
目からウロコのテクニックが満載
ちょっとしたPowerPointのテクニックで、いつものプレゼ
ンが劇的に変わります。たとえばスライドがゴチャゴチャし
ている場合、「4分割は魔法のレイアウト! 4つに区切れば
必ずスッキリする」のように、本書は“今日から使える”75
個ものテクニックを紹介。スライドデザイン／文字／色使
い／表／グラフ／図解／写真・イラスト／動き／プレゼン
本番のカテゴリで、それぞれ使えるテクニック・押さえてお
くべきポイントを解説します。

魅せるPowerPoint
テクニック

マイナビ出版
野々山美紀（著者）
240 ページ
価格：2,138 円（PDF）

プレゼン
テーション

企画立案やスライド作成など、
ブレゼンを行う前に検討すべきポイントを解説

Excelの機能をフル活用して効率
化＆高速化！
請求書を発行したり、売上管理を行ったりと、仕事のさま
ざまなシーンで使うエクセルは、煩雑で時間がかかる作業
が多いもの。でもエクセルには、そうした面倒な作業を効
率化する機能がたくさん用意されているのです。本書は「複
数シートを別々に作業するのが大変」「表の体裁をすばや
く整えてスッキリ見せる」「ピボットテーブルでパパッと集計
する」などのシーンに分けて、身につければ作業時間を減ら
せる時短テクを解説します。

テキパキこなす！ 
ゼッタイ定時に帰る 
エクセルの時短テク121 
インプレス
尾崎裕子・タトラエディット（著者）
128 ページ
価格：972 円（PDF）

表計算・
ワープロソフト

すぐに試したい
時短テクニック

を

数多く用意。面
倒な作業を

効率化しよう

とっつきやすいイラストで、読み手の理解をサポート!

スライド作りの
カギは、

レイアウト、カ
ラーリング、

図解作成



資料の見栄えがアップ ! 
幅広く役立つWord 解説書
表計算・
ワープロソフト

Excelデータ分析の手法を
わかりやすく解説 !

表計算・
ワープロソフト

広告のプロが明かす
プレゼンが“通る”理由
プレゼン
テーション

Access 2016を初歩から
幅広く理解できる1冊 !

初心者にもわかりやすく
Access VBAを網羅的に説明

Access・
FileMaker
ほか

複雑な計算はExcel 任せ !
実務に統計の手法を活かす
表計算・
ワープロソフト

速効 !ポケットマニュアル
 Word 基本ワザ＆仕事ワザ
2016＆2013＆2010＆2007

Word を使い、いかにして相手に伝わる文書にす
るか、魅せるデザインに仕上げるか……。それに
はセンスが必要に思われるかもしれませんが、実
はちょっとしたコツで見栄えのいい資料が作成で
きるようになります。 

マイナビ出版
速効 !ポケットマニュアル編集部（著者）

192ページ　価格：842 円（PDF）

Excel2013/2010 限定版
データを「見える化」する
Excelデータ分析大事典

社内で埋もれている大量のデータは、可能性を秘
めています。何らかの法則を引き出せれば、厳し
い競争から抜け出すチャンスになります。本書は
主にピボットテーブルとグラフを駆使して、新たな
分析手法を実行します。

シーアンドアール研究所
寺田裕司（著者）

312ページ　価格：2,722 円（PDF）

プロフェッショナルプレゼン。
相手の納得をつくる

プレゼンテーションの戦い方。
博報堂の名クリエイティブディレクターが、35 年
のキャリアで培ったプレゼンの方法を公開。「フ
レーズ主義」の企画書、「シンボリックデータ」
の使い方など、納得をつくり出すプレゼンのやり
方を書き下ろしました。

インプレス
小沢正光（著者）

208 ページ　価格：1,337 円（EPUB）

速効 !図解 
Access 2016 総合版
Windows 10/8.1/7 対応

Access は概念が難しいソフトです。本書は用語
の意味から解説し、データベースの基本が理解で
きます。テーブルの設計・作成をはじめ、クエリ、
フォーム、レポート、マクロの作成・応用まで順
を追って説明しています。

マイナビ出版
国本温子（著者）

496 ページ　価格：2,138 円（PDF）

Access VBA 逆引きハンドブック

Access VBA の機能を目的から探せる「逆引き」
構成になっている一冊です。各機能は豊富なプロ
グラミング例を使い、初心者にもわかりやすく、
かつ網羅的に解説しました。Access VBA の基
礎についても説明しています。

シーアンドアール研究所
蒲生睦男（著者）

873 ページ　価格：3,694 円（PDF）

できるやさしく学ぶExcel 統計入門
難しいことはパソコンにまかせて仕事
で役立つデータ分析ができる本

統計は「難しそう」と敬遠されがちですが、複雑
な計算はパソコンが行ってくれます。そこで本書
は、問題解決のために何をすべきか、どういう手
法で統計の結果を求めるかを豊富な図解とイラス
トで丁寧に解説します。

インプレス
できるシリーズ編集部（編集）、羽山博（著者）

240 ページ　価格：1,620 円（PDF）
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